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報告内容

対象科目の紹介

授業シナリオの基本的考え方

具体的なシナリオ設計具体的なシナリオ設計

(1)ビデオ実習による課題発見・解決

(2)ショートケースによる課題発見・解決(2)ショ トケ スによる課題発見 解決

(3)データ処理による課題発見・解決

(4)グループプレゼンによる主体的学修(4)グル ププレゼンによる主体的学修

現状での課題と今後の展開 2

配当年次・単位 2年次春・秋2単位（週2回リピート科目）

経営組織論（ミクロ）（マクロ）シラバス情報
配当年次 単位 2年次春 秋2単位（週2回リピ ト科目）

受講生数 1クラスで364名（2012年度）、2クラスで555名(2013年度)
ナンバリング BBman204（インターメディエイト科目）

到達目標 組織に関わる現象は我々日常の生活の中にも見ることができます。
そうした現象を組織論の言葉で説明し組織に関する課題を解決す
るためのヒントを提供してくれるのが組織論です。組織論の多様な
視点を理解しながら、複眼的視点で組織を見ることができるように
なることが到達目標です。

身につく力 複雑な組織現象に内在する課題を発見し、その課題を解決するた身につく力 複雑な組織現象に内在する課題を発見し、その課題を解決するた
めの方法を考える課題発見力
組織現象を多様な視点で見ることのできる論理的分析力

履修上の注意 この科目は 常に双方向授業を目指しています そのためにほとん履修上の注意 この科目は、常に双方向授業を目指しています。そのためにほとん
ど毎回、実習やケースメソッド、ケーススタディ、ビデオ実習などを
行います。ノートを写すよりも自分の頭で考えることを重視し、つね
に自分の意見をもつことに興味を持つ学生が履修してくださいに自分の意見をもつことに興味を持つ学生が履修してください。

評価方法 定期試験８０％＋ケースメソッドやビデオ実習などの結果をもとに平
常点２０％＋ミニプレゼン等プラス点をもとに評価。後期に行った
ケ スやビデオについてユニ クな視点から分析したプレゼンを募ケースやビデオについてユニークな視点から分析したプレゼンを募
集します。プレゼン希望者の数にもよるがプレゼン時間は15分程度

3（京都産業大学2014年度シラバスより）

経営組織論（ミクロ） 課題発見・解決の促進

経営組織論（ミクロ）授業計画

1 経営組織（ミクロ）の概要と講義計画の説明 組織に対するイメージ

対人関係志向チェック
(FIRO-B) 

2 ダイヤモンド・モデルによるミクロ組織の領域

3 人間的 プ と人間観 組織観 管理観 変遷3 人間的アプロ－チと人間観・組織観・管理観の変遷

4 モチベ－ション論(欲求内容論) （3）データ処理によるモ

チベーションの計算と5 モチベ－ション論(欲求内容論）
アップ策の考察

5 モチベ ション論(欲求内容論）

6 モチベ－ション（欲求過程論）

7 従業員の仕事意欲向上策員 欲

8 リ－ダ－シップ論 仮想実験

9 ケ－ス研究① （1）（2）ケースとビデオに

よる課題発見と解決策10 ビデオ実習①

11 個人学習と行動変容 学習と知識創造の過程
について理解について理解12 知識創造過程

13 ミニプレゼン （4）グループミニプレゼン

と受講生による評価14 ミニプレゼン と受講生による評価14 ミニプレゼン

15 前期のまとめ 用語整理と全体把握

経営組織論（マクロ） 課題発見・解決の促進

経営組織論（マクロ）授業計画

1 マクロ組織行動の領域とテーマ

2 人間関係論と小集団理論 （1）ビデオ実習による集団浅慮現象の

理解と背後にあるメカニズムの理解と理解と背後にあるメカニズムの理解と
予防策の提示

3 集団浅慮による意思決定の罠

4 日本企業のキャリア・マネジメント （3）キャリアトリーのデータ処理による
企業 昇進昇格制度 特徴 検討企業の昇進昇格制度の特徴の検討5 キャリア・マネジメントの日米比較

6 組織構造の形態と新しい組織形態 （1）ビデオ実習によるネットワーク組織
の長所と限界7 戦略形成と組織の相互作用 の長所と限界
（2）ケースメソッドによる構造的課題の
発見と解決策提示

7 戦略形成と組織の相互作用

8 ケ－スメソッド

9 組織文化と計画的変革 （2）組織変革ショ トケ スによる変革9 組織文化と計画的変革 （2）組織変革ショートケースによる変革
ステージと変革リーダーの役割の理解10 変化への抵抗と組織変革の過程

11 下からの組織変革論

12 自発的組織変革過程と変革ミドル

13 マクロ組織論の新潮流

14 授業のまとめと質疑 （4）グループミニプレゼンと受講生によ
る評価15 ミニプレゼン

授業シナリオの基本的考え方授業シナリオの基本的考え方

• クラスをある組織と想定（クラス・マネジメント）

• 企業だけが組織ではない（身近な組織体験）

課題の発見も解決方法も多様（ b t• 課題の発見も解決方法も多様（one best way
はなし）

• 安全で信頼できる教室環境が受講生の主体
性を促進する（意見を述べたい学生は必ずい性を促進する（意見を述べたい学生は必ずい
る）

社会 わ を常 念 く 社会• 社会との関わりを常に念頭に置くことで社会
人としてどう生き抜くかを考える（専門科目の
なかでのキャリア教育） 6



経営組織論の授業と社会との関わり

組織という言葉に
対するマイナスイ

メージ

組織という言
葉に対するプ
ラスイメージメ ジ

社会人へのネガ
組織は使わ
れるハ モノ

ラスイメ ジ

組織の面白さや
ダイナミック性

組織は自分を
活かす資源の

社会人へのネガ
ティブイメージ

れるハコモノ ダイナミック性
宝庫A B

公共圏の忌避親密圏の固執 組織への信頼性
や安心感

公共圏への興公共圏の忌避
や安心感味関心

能動学修の必要性
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能動学修の必要性

授業シナリオ設計 個人観・組織観の大切さ

ヤル気の内容論・過
(1)ビデオ実習

気
程論・向上方法
リーダーシップ

(2)ショートケース 学習・知識創造
集団行動・集団浅慮

(3)データ処理 キャリアシステム
組織構造

(4)グループプレゼン
組織文化
組織変革
組織論の展開

20%＋α 80%
8実習結果による平常点 選択肢なし穴埋め問題＋論述

(1)ビデオ実習による課題発見・解決(1)ビデオ実習による課題発見 解決
集団浅慮のメカニズム 組織構造の理解 組織変革と過程

の理解
集団浅慮の生成条
件・兆候・予防策

組織構造の類型化
や特徴、新しい組織
形態

の理解

組織変革の内容
やステ ジ区分

ビデオ「グループシ

形態 やステージ区分

ンク」による理解 ビデオによる前川製
作所の独法経営の
理解

ビデオ「常識を打ち
破れ：工場革命」に
る組織変革 程ビデオ「巨大ホテル

が崩壊するとき」に
よる課題発見

理解 よる組織変革過程
の理解

よる課題発見

『プロジェクトホテル』

ネットワーク組織の
利点と課題について
の実習

コッターモデルをも
とに課題の発見と
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『プロジェクトホテル』
による解決策の検討

の実習 解決策の検討

(2)ショートケースによる課題発見・解決(2)ショ トケ スによる課題発見 解決

ケースメソッドによる課題
発見 解決(例)

ショートケースによる課題
発見 解決(例)発見・解決(例)

人間観・モチベーション論・
リ ダ シ プ論などの考

発見・解決(例)

知識創造過程やミドルアップ
リーダーシップ論などの考
え方の理解

知識創造過程やミドルアップ
ダウンマネジメントの理解

坂井研究室ケース集（勇敢
な銀行員・リリー化粧品な 『知識創造企業』の小ケースな銀行員・リリ 化粧品な
ど）をもとに課題の発見や
解決策の検討

を基に理解

個人作業から集団作業
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(3)データ処理による課題発見・解決(3)デ タ処理による課題発見 解決

誘意性=期待理論による仕事 キャリアトリーデータによる日本
企業の昇進昇格システムの特意欲や向上策の実習 企業の昇進昇格システムの特
徴の実習

40%
ヤル気の計算(例)

日本企業5社のキャリアトリ
A社

目標未達成

目標達成 給与(1.0)
100%

40%

60%

日本企業5社のキャリアトリ

ー図をもとに各企業の特徴
や課題の発見給 ( )

昇進(0.8)80%

60% や課題の発見

本企業 昇進昇格パタ達成感(0.4)

賞賛(0.2)

50%

20%
B社
C社

日本企業の昇進昇格パター
ンの類型化

賞賛( )

ヤル気が高い（低い）理由 キャリアパターンの日米の
相違について実習

11ヤル気を高める工夫
相違について実習

(4)グループプレゼンによる主体的学修(4)グル ププレゼンによる主体的学修

結果のフィ結果のフィー
ドバック

シラバスで告知
1ヶ月前に受付

プレゼン担当者に
評価シート返却

エントリー受付評価シート エントリ 受付評価シ ト

ケース分析ケ ス分析
ビデオケース分析
特定のテーマ

学生評価によるボーナス
ポイント

集団作業ミニプレゼン

12グループワーク



現状での課題と今後の展開現状での課題と今後の展開

• グループ討議やディベートなどへの展開グル プ討議やディベ トなどへの展開

• 課題解決策に対する企業人からの批評

• 専門科目を通じてのキャリア教育の充実

• 組織や社会人に対するマイナスイメージの払• 組織や社会人に対するマイナスイメージの払
拭の効果検証

経営組織論ケ ス分析経営組織論ケース分析
組織間関係論
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